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小寺雅子

今年２月５日に会員６名で摂津市「あけ
ぼの福祉会」の生活介護事業所「マインド
プラザ・OWL（アウル）」と相談支援事業所
「あしすと」を見学訪問しました。ＯＷＬ
ではカレーセットをいただきました。
「あけぼの福祉会」理事長田中清様、家族

「明星福祉会を支える会」も発足して５年に
なりました。これも会員皆様の温かい応援の

会会長服部愛子様他２名の暖かい接待を
受け、各々の法人や家族会活動を紹介し合
う有意義な場となりました。
あけぼの福祉会と明星福祉会、どちら
も、法人の始まりは家族会が作っていま
す。しかし、摂津市の家族会は、今の私達

さんのご意見にも耳を傾けていきたいと思い
ます。これからも多くの意見、遠慮なく聞か
せてください。

お蔭です。これからも明星福祉会を側面から
支援していきたいと思います。
明星福祉会を最適な形で支えるために、法
人のみなさんにも声をかけ、そして会員みな

「明星福祉会を支える会」のように法人を
後方支援する形になりました。一方高槻市
では、法人と家族会は各々独立した立場を
とりました。
法人は、直接当事者さんの支援を、そし
て家族会は、家族相互の助け合い、学習、
そして行政などへの働きかけを主にする
こととなりました。地域活動支援センター
「ステップ」ができるときなどは、高精協
（高槻市精神障害者家族連絡協議会）も市
への働きかけをしました。
今回の訪問で、摂津市のように「家族会」
と「支える会」が連携している所もあれば、

喫茶「マインドプラザ ＯＷＬ（アウル）
」
あけぼの福祉会では、
「あけぼの工作所」と「ＯＷＬ(ア
ウル）」で生活介護の事業をしています。
生活介護とは
常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間に
おいて、障害者支援施設などの施設で入浴、排せつま

高槻市のように別々に活動している所も
あるのだということを知りました。

たは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を
提供するサービスです。
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総会の報告

《主な事業計画》
● 明星福祉会主催イベントへの参加

平成 27 年度の支える会総会が５月 30 日
（ファッションショー、餅つき大会、就労を考える集い等）
（土）10 時から芥川事業所にて開かれまし
● 明星福祉会職員及び会員相互の親睦会開催
た。お忙しい中、ご出席いただきありがと
● 明星福祉会で開催される
うございました。総会員数 45 名のところ、
利用者向けのレクリェーションへの援助
出席者 11 名、委任状 31 名でした。総会の
（ふれあい運動会のお弁当、クリスマスケーキ等）
司会はステップの渡辺さんで、議長は司会
● たかつきふれあい広場への参加（10 月）
者一任となり、高精協の金丸さんに決ま
● 福祉展への参加（12 月）
り、議事が進行されました。
● 冬のふれあいデー・ふれあい冬祭りへの参加（1 月）
26 年度事業報告、会計の決算報告、役員
の選出が行われ、出席者全員の賛成で承認
されました。続いて 27 年度の事業計画、
予算案が承認されました。
会員からは、総会の出席者が少ないこ
と、支える会の存在を会報、チラシにより、
周知していただくなどの意見が出されま
した。今年、日程の都合により、委任状を
出された方の来年度のご出席をぜひお願
い致します。

松森かおる

なく、休憩時間にはお茶を飲んだり懇談をさ
れて、作業所に通所しやすく職員の皆様が懸
命に努力されています。
高齢化の保護者には「親なき後」の共通最
大の課題があります。保護者の皆様も自分の
子供を自宅に閉じ込めておかず、近くの事業

事業所職員と支える会役員との
懇談会に参加して
支える会副会長

片倉保蔵

さる平成 27 年 2 月 13 日午後 6 時から芥川
事業所において、事業所職員と支える会役員
との懇談会がなごやかな雰囲気で行われまし
た。昨年につづき 2 回目です。木曽谷理事長
をはじめ事業所職員 15 名、支える会役員 8
名で賑やかな集いとなりました。

所に足を運ぶ事により、事業所のメンバーの
皆様と指導する職員が共に手をたずさえ、強
い絆の場として活用され、安心して作業所に
通所されるメンバーが一人でも多くなれば、
支える会として幸甚であります。
最後に職員の皆様方ご健康に留意されてよ

職員の皆様の話を要約しますと、メンバー
が中高年層が多くなり、又保護者が高齢化す
るなか、職員側は若いエネルギッシュな力を
メンバーの皆に強く働きかけていただいてい
ると共に、職員の皆様が障害者に対する認識
と大変良く優しい対応をしていただいている
事は、保護者としても安心して事業所に通所

ろしくご指導をお願い申し上げます。
3 月 7 日、芥川事業所の「活動報告会」に、
支える会から松森会長と私の 2 人が参加。冒
頭松森会長から支える会の趣旨説明をされ
て、支える会への入会を希望したところです。
会議の中身は 15 人出席中の中で、各事業所に
通所している我が子の情報等質問されていま

していけるものであります。又事業所の作業
内容につきましても各事業所においてそれぞ
れ工夫をこらして、ただ作業をするだけでは

した。誰しも親として考えている事は同じだ
と感じましたので、その悩みを皆で考えるよ
うに支える会への入会を申しいれました。
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下の５か所の事業所があります

芥川事業所（就労継続Ｂ型）

芝生事業所（就労継続Ｂ型）

主な作業はタオルおりと手芸製品作り
高槻市芥川町２－２５－５
（ＪＲ高槻駅から北西に徒歩約７分）
Tel : 072-646-8851

主な作業はタオルおり
高槻市芝生町１－２－３
（市バス芝生住宅東下車すぐ）
Tel : 072-677-5647

工房事業所（就労継続Ｂ型）
主な作業は手作りクッキーの製造販売
高槻市上本町６－７
（阪急高槻市駅から南東に徒歩約 10 分）
Tel : 072-675-7678
はにたんクッキーを

ワーク事業所（就労移行）

よろしく！!

主な作業はヤマトのメール便配達
高槻市上本町６－７
（工房事業所に同じ）
Tel : 072-676-7588

（１袋１００円）
はにたんクッキーは
工房事業所の製品で

す。

見学・体験いつでもＯＫ！

ぜひ、来てみてください

ステップ《地域活動支援センターⅠ型相談支援事業》
毎月、お菓子作りやパソコン教室、カラオケなどのプログラム活
動を開催しており、多くの方が参加されています。また、ゆっくり
くつろげるスペースも提供していますので、皆さんの趣味の活動や、
交流の場として活用していただいています。
日々の生活の中で不安に感じていることや困っていることなど、
各種相談に専従のスタッフが応じています。来所や電話での相談に
加え、状況に応じて訪問での相談にも対応しています。
（市役所・富田支所の向かい）
Tel : 072－694－9898
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高校生がつくるふれあい冬まつりに参加して・・・

安部佳代子

毎年 1 月に行われる、高校生を中心にした催しに参加して１０年は経っていると思います。
若く明るい子ども達を見ていると微笑ましいし、若返ったように思います。
顔ぶれは毎年変わるし、来る生徒達も変わる中、障害者の人達はあまり変わりません。今年
は事業所の職員さんがメンバーさん達を連れてきて私に声を掛けてくれ、懐かしく嬉しかった
です。おにぎりをさしあげるとみんなで分けて食べて
くれたようです。
今はワーク工房の味噌が無いので、豚汁はスーパー
の味噌で作ったけれど、まずまず美味しいと言っても
らえて安心です。
お餅つきもあり、色々な催しもあるので、また楽し
みにして来てください。

今年も支える会のみなさんとともに
明星福祉会では各事業所を利用されている
方向けに、毎年いくつかのイベントを企画し

支える会の活動が更に活発になる。こうした
サイクルが生まれ、みんなが元気になれる土

ています。法人独自の企画以外にも地域のイ
ベントへ参加するなど、現在、利用者さんの
」 社会参加や余暇の充実には欠かせない活動の
一つとなっています。
昨年度はふれあい運動会とクリスマス
パーティーにおいて、支える会よりお弁
当とクリスマスケーキの寄付をいただき

壌を高槻で目指していければと思っていま
す。
事務局

「社会福祉法人明星福祉会を支える会」に

ました。残念ながら、運動会は悪天候の
ため中止となりましたが、当日はみんな
で一緒にお弁当を食べ、楽しい思い出と
なりました。
毎年恒例のクリスマスパーティーは、
利用者さんが楽しみにされているイベン

入会していただけませんか
「明星福祉会を支える会」は明星福祉会が行う各事業
所の運営等の充実・発展に寄与することを目的として、
法人事業への側面的支援に取り組んでいます。
支える会では、年に２回「明星福祉会を支える会」

トの一つとなっており、クリスマスケー
キはパーティーの目玉となっています。
「地域の中で自分たちの生活を応援し
てくれている人たちがたくさんいる。」
利用者さんやスタッフにとって、支える
会からの寄付はこのような思いを実感さ

会報を発行してきました。また、イベントでバザーを
出すなどの活動を行っています。
入 会をして いただける 方は、松森かお る ( 会長)
（Tel：072-674-2734）または、明星福祉会各事業所の
施設長を通じて申し込んでいただければ幸いです。

せてくれるとても大きなきっかけとなり、
年会費は、１口２０００円です。よろしくお願いい
励みにもなります。支える会の活動は、
たします。
明星福祉会を利用されている方の元気に
つながり、利用者さんの元気な姿を見て
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